
第２回 

ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー全国大会地区予選茨城県大会 

 

■ 開催趣旨 

 

 地域コミュニティの活力が低下し、地域環境から学ぶ道徳心が失われつつあります。子

どもたちに対して継続的した地域間交流への取り組みが必要とされている中で、やる側、

見る側、支える側と地域市民が様々な形で関われるスポーツを活かすためにＪＣカップＵ

－１１少年少女サッカー大会というツールを用います。子供たちや地域の交流の場を創出

し、グッドルーザーの精神（勝っても負けても相手を思いやれる大きな心と強い精神力）

とスポーツマンシップを育み子供たちの成長と地域の発展に繋げます。 

 

■開催概要 

【 主 催 】 公益社団法人日本青年会議所関東地区茨城ブロック協議会 

【開催日時】 ２０１６年６月２５日（土）９：００～１５：３０ 

       雨天決行 

（但し大会運営に重大な支障が生じるような悪天候の場合は運営の判断によ

り中止とする） 

【開催場所】卜伝の郷運動公園多目的球技場 

〒314-0007 茨城県鹿嶋市大字神向寺５５－１ 

【参加基準】 茨城県に本拠地を置くサッカークラブチーム内で１１歳以下の男女児童（小

学５年生以下）または小学５年生以下の選手で構成されたチーム 

本サッカー大会の趣旨に賛同頂けるチーム 

本大会に優勝した際には関東大会に、関東大会で優勝した際には全国大会

に出場可能なチーム 

 

 関東地区大会  

２０１６年７月２３日（土）中銀スタジアム   

山梨県甲府市小瀬町８４０小瀬スポーツ公園内 

 

全国大会 

９月上旬開催 

                        

【参加方法】 県内からの応募により選出された計１１チーム 

       及び前回優勝チーム 

【注意事項】 会場の駐車場は有料になりますのでバスや乗り合わせ等でお越し下さい。 

       大会当日は気温が高くなる事が予想されます。またチームの待機スペース

にはテント等の設備はありませんので各チームで熱中症対策など体調管理

に十分注意願います。 

 

 



■本大会の特徴 

① グッドルーザーの精神を育む 

グッドルーザーとは勝っても負けても、相手を思いやれる大きな心と強い精神力を言い

ます。たとえ試合に負けたとしても勝者に対して卑屈にならず、次のゲームのために気持

ちを切り替えて最高の準備をしてピッチに立つ。この良き敗者たるグッドルーザーを、事

業を通じて参加選手に伝えることで互いを思いやり、絆も出来て地域間連携にも繋がりま

す。（５分程度の動画を上映） 

 

② スポーツマンシップを育む 

 い合いながらも、相手・仲間を思いやり、尊敬し、讃え、自分を謙遜する礼節を学び、

美徳溢れる精神性を養います。（試合開始前・試合終了後のあいさつの徹底） 

 

③ 君が代斉唱 

地域、国を愛する地域の代表として誇りを持ち、大きな声で歌っていただきます。 

 

④ ８人制サッカーの導入 

 ８人制サッカーは、日本サッカー協会（ＪＦＡ）が、サッカーをプレーする全ての子ど

も達に試合に出場する機会を与え、試合を通して選手として成長する機会を多く創出す

るために、８人制サッカーを本大会も推奨しています。今日では１２歳以下のサッカー

においては８人制が一般的となっています。本大会も８人制サッカーを導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■大会概要 

【茨城県大会予戦】 

 □２０１６年６月２５日（土）卜伝の郷運動公園多目的球技場 

 □Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄグループに当日抽選で分け、各チーム２試合を行う。勝者が決勝戦進

出。 

 □ 技形式：８人制１５分ハーフ 

 □同点の場合は、ＰＫ戦方式（３人制）により勝敗を決する。 

 

 

【茨城県大会決勝トーナメント】 

□卜伝の郷運動公園多目的球技場 

 □決勝トーナメント・３位決定戦を実施。 

 □ 技形式：８人制２０分ハーフで行う。 

 □同点の場合は、ＰＫ戦方式（３人制）により勝敗を決する。 

 □審判は茨城県サッカー協会からの派遣審判員（２名）とする。 

 

■大会スケジュール 

時間 内容 備考 

８：３０ 参加チーム集合、受付  

９：００ 開会式  

９：３０ 予選大会開始  

９：４０～１０：２０ 第一試合  

１０：３０～１１：１０ 第二試合  

１１：２０～１２：００ 第三試合  

１２：００～１３：００ 昼食  

１３：００～１４：４５ 決勝トーナメント  

１５：００～１５：５０ アトラクション  

１６：００～１６：２０ 表彰式  

 

No. Ａグループ 時間 Ｂグループ No. 

 
Ａ—１ ＶＳ Ａ—２ ９：４０～１０：２０ Ｂ—１ ＶＳ Ｂ—２ 

 

 
Ａ—２ ＶＳ Ａ—３ １０：３０～１１：１０ Ｂ—２ ＶＳ Ｂ—３ 

 

 
Ａ—１ ＶＳ Ａ—３ １１：２０～１２：００ Ｂ—１ ＶＳ Ｂ—３  

No. Ｃグループ 時間 Ｄグループ No. 

 
Ｃ—１ ＶＳ Ｃ—２ ９：４０～１０：２０ Ｄ—１ ＶＳ Ｄ—２ 

 

 
Ｃ—２ ＶＳ Ｃ—３ １０：３０～１１：１０ Ｄ—２ ＶＳ Ｄ—３ 

 

 
Ｃ—１ ＶＳ Ｃ—３ １１：２０～１２：００ Ｄ—１ ＶＳ Ｄ—３  

No. 準決勝 時間 準決勝 No. 

 
Ａ勝者 ＶＳ Ｂ勝者 １３：００～１３：４５ Ｃ勝者 ＶＳ Ｄ勝者 

 
No. 決勝戦 時間 ３位決定戦 No. 

  
ＶＳ 

 
１４：００～１４：４５ 

 
ＶＳ 

  

file:///C:/Users/PC1/Desktop/709-J03K-0515S.ver32/siryo/singi/リンク/タイムスケジュール.pdf


大会要項 

主催：公益社団法人日本青年会議所 関東地区茨城ブロック協議会 

期日：平成２８年６月２５日（土） 

原則は雨天決行とし大会運営に重大な支障が生じる天候悪化の場合は運営の判断により 

中止する。 

１２チームによるリーグ戦（４面）を経て決勝トーナメントを開催。 

会場：卜伝の郷運動公園多目的球技場 

選考基準： 

１）県大会・関東大会・全国大会に出場できるチーム。 

２）茨城県に本拠地を置くサッカークラブチーム内で１１歳以下の男女児童（小学５年生

以下）または小学５年生以下の選手で構成されたチーム。 

３）本サッカー大会の趣旨に賛同頂けるチーム。 

参加資格： 

１）茨城県各地より応募し茨城ブロック協議会から選出されたチームであること。 

チーム編成は、５年生以下の男女とする。 

２）選手エントリーは、１６名以内とする。 

３）大会にエントリーした選手は、地区大会から全国大会に至るまで異なる加盟チームへ

移籍後、再びこの大会に参加することはできない。 

４）スポーツ傷害保険に加入済みであること。 

５）本大会の参加について、親権者または保護者が承諾済みであること。 

競技方法：８人制サッカーで行う。 

順位決定：リーグ戦の順位決定は、勝ち点（勝ち３点・分け１点・負け０点）の多いチー

ムを上位とする。 

勝ち点の合計が同一の時は次の順により決定する。 

①得失点差の多いチーム②総得点の多いチーム 

③当該チーム同士の対戦成績④ＰＫ方式 

（ＰＫ方式は２チームの時行い、それ以外は抽選とする） 

競技規則 ：大会実施年度の（公財）日本サッカー協会「８人制サッカールール」による。

ただし本要項に定める事項を優先する。  

１） フィールドの大きさ：６８ｍ×５０ｍを基本とする。 

 

ペナルティーエリア=１２m 

ペナルティーマーク＝８m 

ペナルティーアーク＝半径７m 

センターサークル＝半径７m 

ゴールエリア＝４m 

ゴールの大きさ＝少年用（W５m×H２．１５m） 

交代ゾーン（ベンチ側）=ハーフウェーラインから左右３m 

２） 審判員：１人の主審、１人の補助審判の２人で行う。 

３） キックオフゴールは認めない。 

４） 試合時間：４０分（前後半各２０分）。 

ただし、予選リーグは３０分（前後半各１５分）とする。 

５） ハーフタイムのインターバル：原則として５分（前半終了から後半開始まで） 



６） 試合毎の選手数：１６名 

７） 交代できる選手数：８名とし、交代して退いた競技者は交代要員となり、再び出場す

ることができる。交代の回数は制限されない。 

（交代要員はユニフォームと異なる色（ビブス等）を着用すること。） 

８）競技者が交代要員と交代する場合、次の通り行う。 

・交代が行われることについて、事前に審判員に通知する必要はない。 

・交代して退く競技者は交代ゾーンからフィールドの外に出る。 

・交代要員は、交代ゾーンからフィールドに入り、競技者となる。 

・交代は、ボールがインプレー中またはアウトオブプレー中にかかわらず行うことができ

る。ただし、交代で退く競技者が負傷している場合は主審の承認を得た上でどこからフ

ィールドを離れてもよい。 

・ゴールキーパーは、事前に主審に通知した上で、試合停止中に入れ替わることができる。 

９）ベンチに入ることの出来る人数：１１人（交代要員８人、役員３人） 

１０）負傷した競技者の負傷程度を確かめるために入場できる人数：２人（役員が兼ねる） 

１１）警告①警告処分：本大会の異なる試合で警告を２回受けた者は次の試合に出場でき

ない。 

退場処分：次の試合に出場できない。 

・競技者が退場を命じられた場合は、その競技者のチームは交代要員の中から競技者を補

充することができる。主審は競技者が補充されようとしている間は、試合を停止する。 

１２）競技者数：本大会においては、８人に満たない場合は試合を開始しない。そのチー

ムは【０対５】の負けとする。但し、試合中に８人に満たなくなったときはそのまま続

行する。 

ユニフォーム： 

１）ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）については、正のほかに副として、

正と色彩の異なり判別しやすいユニフォームを記載し、各試合に必ず携行すること（Ｆ

Ｐ・ＧＫ用共）。 

２）試合開始時のゴールキーパーは、他の競技者と区別できる色のシャツを着用しなけれ 

ばならない。ただし、試合開始後フィールドプレーヤーがゴールキーパーになる時はフ 

ィールドプレーヤーのユニフォームのまま、他の競技者と色彩の類似しないシャツ又は 

ビブスを着用することができる。この場合、主催者の指示がある時は指定のシャツ又 

はビブスを着用しなければならない。 

３）その他の事項については（公財）日本サッカー協会「ユニフォーム規定」に従うもの

とする。 

表彰：大会委員会より次の表彰を行う。 

優勝：優勝カップ、表彰状、記念メダル 

参加：出場同意書、チーム経歴書に必要事項を記入し１部提出すること。 

参加料：無料 

その他： 

１）第１試合競技開始時間の３０分前に代表者ミーティングを開催する。 

代表者ミーティングに於いて競技規定の確認、ユニフォームの決定、会場使用の注意

事項等の説明を行う。 

２）メンバー表は各試合開始２０分前までに１部提出すること。 

３）代表者ミーティングに遅刻した時は原則として失格とする。失格の決定は３０分前の



代表者ミーティングで決定すること。 

※失格するチームがある時の順位の決定 

①失格のチームを除いた試合結果により順位を決定する。 

４）ベンチは明確にすること。 

５）試合球は４号球とする。 

６）主催者側は大会中の事故、けが等について一切の責任は負わない。 

 

問合せ先：公益社団法人日本青年会議所  関東地区 茨城ブロック協議会 

次世代育成委員会  副委員長  田中 孝幸   

携帯電話：０８０－１０９７－５６８１ 

メール ：kizuna.2013@hotmail.co.jp 



ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー全国大会茨城県大会

応募用紙 

 

参加へのご応募をいただきましてから地域ごとに分け１１チームの抽選をおこないます。 

５月８日(日)を応募締切としまして５月１２日(木)までに抽選結果を電話にてお知らせさせてい

ただきます。参加が決まりましたチームにはその後に参加同意書を郵送しますのでご対応をお願

いします。 

 

【参加基準】 茨城県に本拠地を置くサッカークラブチーム内で１１歳以下の男女児童（小学５

年生以下）または小学５年生以下の選手で構成されたチーム  

本サッカー大会の趣旨に賛同頂けるチーム  

本大会に優勝した際には関東大会に、関東大会で優勝した際には全国大会に出場可能なチーム 

大会には１チーム１６名以下での参加になります。 

 

郵送先：〒３０８-0８２６ 茨城県筑西市下岡崎１－１－６                   

(公社)下館青年会議所 大塚 宛  

FAX送付先；0２９６-２５-６５０４  

５月８日(土)応募締切  

チーム名  

代表者氏名  

住所  〒  

連絡先  TEL（    ）   -         FAX（   ）    -  

E-mail（お持ちの方のみ）  （携帯電話不可）  

 

ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー全国大会茨城県大会参加希望者より提出されます「個人情

報」は、個人情報保護法その他の関連法令の理念に則り、ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー

全国大会茨城県大会受付業務以外には使用しないことを徹底し、厳正に管理・保管いたします。  

又、当日の様子を撮影し、ホームページ、新聞記事等で紹介させて頂きますのでご了承下さい 


